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(57)【要約】
　識別情報送信装置１０と、中継用移動体端末２０と、
管理装置３０とを備える位置管理システム１であって、
識別情報送信装置１０は、移動者が保持するものであり
、環境エネルギーを利用して電力を発電する発電ユニッ
ト１２と、識別情報送信装置１０を一意に識別するため
の送信装置識別情報を記憶する識別側記憶部１３と、送
信条件が充足した際に、発電ユニット１２にて発電され
た電力を用いて、識別側記憶部１３にて記憶された送信
装置識別情報を含む識別側信号を無線にて送信する識別
側送信部１４とを備え、中継用移動体端末２０は、識別
情報送信装置１０から送信された識別側信号を受信する
端末側通信部２１と、中継側信号を無線にて送信する端
末側通信部２１とを備え、管理装置３０は、中継用移動
体端末２０から送信された中継側信号を受信する管理側
通信部３１と、管理側通信部３１にて受信された中継側
信号に基づいて管理側制御部３３とを備える。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　識別情報送信装置と、中継装置と、制御装置とを備える制御システムであって、
　前記識別情報送信装置は、移動者が保持するものであり、
　環境エネルギーを利用して電力を発電する発電手段と、
　当該識別情報送信装置を一意に識別するための送信装置識別情報を記憶する識別側記憶
手段と、
　送信条件が充足した際に、前記発電手段にて発電された電力を用いて、前記識別側記憶
手段にて記憶された前記送信装置識別情報を含む識別側信号を無線にて送信する識別側送
信手段と、を備え、
　前記中継装置は、
　前記識別情報送信装置の前記識別側送信手段から送信された前記識別側信号を受信する
中継側受信手段と、
　前記中継側受信手段にて受信された前記識別側信号に含まれている前記送信装置識別情
報を、少なくとも含む信号である中継側信号、を無線にて送信する中継側送信手段と、を
備え、
　前記制御装置は、
　前記中継装置の前記中継側送信手段から送信された前記中継側信号を受信する制御側受
信手段と、
　前記制御側受信手段にて受信された前記中継側信号に基づいて、前記移動者についての
制御を行う制御側制御手段と、を備える、
　制御システム。
【請求項２】
　前記制御システムは、前記移動者の位置を管理するためのシステムであり、
　前記中継装置は、前記中継装置の現在位置を検出する中継側現在位置検出手段、を備え
、
　前記中継装置の前記中継側送信手段は、前記中継側受信手段にて受信された前記識別側
信号に含まれている前記送信装置識別情報と共に、前記中継側現在位置検出手段が検出し
た現在位置を特定する現在位置特定情報を含む前記中継側信号を無線にて送信し、
　前記制御装置の前記制御側制御手段は、前記制御側受信手段にて受信された前記中継側
信号に含まれている前記現在位置特定情報に基づいて、前記移動者の位置を管理する、
　請求項１に記載の制御システム。
【請求項３】
　前記中継装置は、前記中継側受信手段にて受信された前記識別側信号に基づいて、前記
中継装置の前記中継側送信手段から前記中継側信号を送信するか否かを決定する中継側決
定手段、を備え、
　前記中継装置の前記中継側送信手段は、前記中継側決定手段の決定結果に基づいて、前
記中継側信号を無線にて送信する、
　請求項２に記載の制御システム。
【請求項４】
　前記中継装置の前記中継側受信手段は、前記移動者の移動に関する情報である移動情報
を含む移動信号を、前記制御装置又は他の装置から受信し、
　前記中継装置の前記中継側決定手段は、前記中継側受信手段にて受信された前記識別側
信号、及び前記中継側受信手段にて受信された前記移動信号に基づいて、前記中継装置の
前記中継側送信手段から前記中継側信号を送信するか否かを決定する、
　請求項３に記載の制御システム。
【請求項５】
　前記中継装置の前記中継側受信手段は、前記移動者の移動に関する情報である移動情報
を含む移動信号を、前記制御装置又は他の装置から受信し、
　前記中継装置は、前記中継側受信手段が前記識別側信号を受信し、且つ、前記中継側受
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信手段が前記移動信号を受信した場合に、警報を出力する中継側出力手段、を備える、
　請求項１から４のいずれか一項に記載の制御システム。
【請求項６】
　前記識別情報送信装置の前記発電手段は、前記移動者が装着する靴に設けられているも
のであり、前記移動者が前記発電手段を直接的又は間接的に踏んだ際の圧力によって当該
発電手段が発電を行う靴内蔵型発電手段である、
　請求項１から５のいずれか一項に記載の制御システム。
【請求項７】
　前記識別情報送信装置の前記発電手段は、前記移動者の一方の足に装着される一方の靴
に設けられている第１発電手段と、前記移動者の他方の足に装着される他方の靴に設けら
れている第２発電手段と、を備え、
　前記識別情報送信装置の前記識別側送信手段は、
　第１送信条件が充足した際に、前記第１発電手段にて発電された電力を用いて、前記識
別側記憶手段にて記憶された前記送信装置識別情報を含む第１識別側信号を前記識別側信
号として無線にて送信する第１識別側送信手段と、
　第２送信条件が充足した際に、前記第２発電手段にて発電された電力を用いて、前記識
別側記憶手段にて記憶された前記送信装置識別情報を含む第２識別側信号を前記識別側信
号として無線にて送信する第２識別側送信手段と、を備える、
　請求項６に記載の制御システム。
【請求項８】
　前記第１識別側送信手段及び前記第２識別側送信手段は、前記第１識別側送信手段が送
信する前記第１識別側信号と、前記第２識別側送信手段が送信する前記第２識別側信号と
が互いに異なる強度にて送信されるように構成されている、
　請求項７に記載の制御システム。
【請求項９】
　前記第１識別側送信手段及び前記第２識別側送信手段は、前記第１識別側送信手段が送
信する前記第１識別側信号と、前記第２識別側送信手段が送信する前記第２識別側信号と
が互いに異なる頻度にて送信されるように構成されている、
　請求項７又は８に記載の制御システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、制御システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、移動する者である移動者が携帯している携帯端末からの無線信号を、直接的又は
間接的に受信して、受信した無線信号に基づいて、移動者についての制御を行う制御シス
テムが知られていた。この制御システムとしては、例えば、移動者が携帯している携帯端
末の位置情報及び識別情報を含む無線信号を生成して、生成した無線信号を定期的にサー
バ装置に送信し、送信した無線信号に含まれている情報に基づいて、携帯端末を携帯して
いる移動者の位置を管理する制御を行う位置管理システムが知られていた（例えば、特許
文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１１－１５４５７１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、特許文献１のシステムにおいては、携帯端末を駆動するための電源とし
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て、携帯端末を携帯している移動者の移動範囲が限定されないように、コンセントに有線
接続する必要がある商用電源ではなく、携帯端末に内蔵される電池を用いる必要があった
。そして、携帯端末を駆動するための電源として電池を用いた場合、携帯端末を続けて利
用できる時間が電池容量によって制限され、また移動者が外出する前に事前に充電を完了
させておかないといけない必要性があるので、移動者についての制御を連続して安定的に
行うという観点において改善の余地があった。
【０００５】
　本発明は上記問題に鑑みてなされたもので、移動者についての制御を連続して安定的に
行うことを可能にする制御システムを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上述した課題を解決し、目的を達成するために、請求項１に制御システムは、識別情報
送信装置と、中継装置と、制御装置とを備える制御システムであって、前記識別情報送信
装置は、移動者が保持するものであり、環境エネルギーを利用して電力を発電する発電手
段と、当該識別情報送信装置を一意に識別するための送信装置識別情報を記憶する識別側
記憶手段と、送信条件が充足した際に、前記発電手段にて発電された電力を用いて、前記
識別側記憶手段にて記憶された前記送信装置識別情報を含む識別側信号を無線にて送信す
る識別側送信手段と、を備え、前記中継装置は、前記識別情報送信装置の前記識別側送信
手段から送信された前記識別側信号を受信する中継側受信手段と、前記中継側受信手段に
て受信された前記識別側信号に含まれている前記送信装置識別情報を、少なくとも含む信
号である中継側信号、を無線にて送信する中継側送信手段と、を備え、前記制御装置は、
前記中継装置の前記中継側送信手段から送信された前記中継側信号を受信する制御側受信
手段と、前記制御側受信手段にて受信された前記中継側信号に基づいて、前記移動者につ
いての制御を行う制御側制御手段と、を備える。
【０００７】
　請求項２に記載の制御システムは、請求項１に記載の制御システムにおいて、前記制御
システムは、前記移動者の位置を管理するためのシステムであり、前記中継装置は、前記
中継装置の現在位置を検出する中継側現在位置検出手段、を備え、前記中継装置の前記中
継側送信手段は、前記中継側受信手段にて受信された前記識別側信号に含まれている前記
送信装置識別情報と共に、前記中継側現在位置検出手段が検出した現在位置を特定する現
在位置特定情報を含む前記中継側信号を無線にて送信し、前記制御装置の前記制御側制御
手段は、前記制御側受信手段にて受信された前記中継側信号に含まれている前記現在位置
特定情報に基づいて、前記移動者の位置を管理する。
【０００８】
　請求項３に記載の制御システムは、請求項２に記載の制御システムにおいて、前記中継
装置は、前記中継側受信手段にて受信された前記識別側信号に基づいて、前記中継装置の
前記中継側送信手段から前記中継側信号を送信するか否かを決定する中継側決定手段、を
備え、前記中継装置の前記中継側送信手段は、前記中継側決定手段の決定結果に基づいて
、前記中継側信号を無線にて送信する。
【０００９】
　請求項４に記載の制御システムは、請求項３に記載の制御システムにおいて、前記中継
装置の前記中継側受信手段は、前記移動者の移動に関する情報である移動情報を含む移動
信号を、前記制御装置又は他の装置から受信し、前記中継装置の前記中継側決定手段は、
前記中継側受信手段にて受信された前記識別側信号、及び前記中継側受信手段にて受信さ
れた前記移動信号に基づいて、前記中継装置の前記中継側送信手段から前記中継側信号を
送信するか否かを決定する。
【００１０】
　請求項５に記載の制御システムは、請求項１から４のいずれか一項に記載の制御システ
ムにおいて、前記中継装置の前記中継側受信手段は、前記移動者の移動に関する情報であ
る移動情報を含む移動信号を、前記制御装置又は他の装置から受信し、前記中継装置は、
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前記中継側受信手段が前記識別側信号を受信し、且つ、前記中継側受信手段が前記移動信
号を受信した場合に、警報を出力する中継側出力手段、を備える。
【００１１】
　請求項６に記載の制御システムは、請求項１から５のいずれか一項に記載の制御システ
ムにおいて、前記識別情報送信装置の前記発電手段は、前記移動者が装着する靴に設けら
れているものであり、前記移動者が前記発電手段を直接的又は間接的に踏んだ際の圧力に
よって当該発電手段が発電を行う靴内蔵型発電手段である。
【００１２】
　請求項７に記載の制御システムは、請求項６に記載の制御システムにおいて、前記識別
情報送信装置の前記発電手段は、前記移動者の一方の足に装着される一方の靴に設けられ
ている第１発電手段と、前記移動者の他方の足に装着される他方の靴に設けられている第
２発電手段と、を備え、前記識別情報送信装置の前記識別側送信手段は、第１送信条件が
充足した際に、前記第１発電手段にて発電された電力を用いて、前記識別側記憶手段にて
記憶された前記送信装置識別情報を含む第１識別側信号を前記識別側信号として無線にて
送信する第１識別側送信手段と、第２送信条件が充足した際に、前記第２発電手段にて発
電された電力を用いて、前記識別側記憶手段にて記憶された前記送信装置識別情報を含む
第２識別側信号を前記識別側信号として無線にて送信する第２識別側送信手段と、を備え
る。
【００１３】
　請求項８に記載の制御システムは、請求項７に記載の制御システムにおいて、前記第１
識別側送信手段及び前記第２識別側送信手段は、前記第１識別側送信手段が送信する前記
第１識別側信号と、前記第２識別側送信手段が送信する前記第２識別側信号とが互いに異
なる強度にて送信されるように構成されている。
【００１４】
　請求項９に記載の制御システムは、請求項７又は８に記載の制御システムにおいて、前
記第１識別側送信手段及び前記第２識別側送信手段は、前記第１識別側送信手段が送信す
る前記第１識別側信号と、前記第２識別側送信手段が送信する前記第２識別側信号とが互
いに異なる頻度にて送信されるように構成されている。
【発明の効果】
【００１５】
　請求項１に記載の制御システムによれば、送信条件が充足した際に、発電手段にて発電
された電力を用いて、送信装置識別情報を含む識別側信号を無線にて送信することにより
、例えば、識別側信号を送信するための電力を供給する電池を識別情報送信装置に設ける
必要がなくなるので、電池容量の制限を受けずに、移動者についての制御を連続して安定
的に行うことが可能になる。
【００１６】
　請求項２に記載の制御システムによれば、識別側信号に含まれている送信装置識別情報
と共に、中継側現在位置検出手段が検出した現在位置を特定する現在位置特定情報を含む
中継側信号を無線にて送信することにより、例えば、識別情報送信装置と制御装置との間
で中継装置が送信装置識別情報を中継するので、送信装置識別情報を制御装置に対して確
実に伝達することができ、移動者の位置を確実に管理することができる。
【００１７】
　請求項３に記載の制御システムによれば、識別側信号に基づいて中継側信号を送信する
か否かを決定し、決定結果に基づいて中継側信号を無線にて送信することにより、例えば
、中継側信号の送信頻度を調整することができるので、中継側信号の送信頻度を減少させ
て、中継装置での消費電力を低減したり、中継側信号の送信頻度を増加させて、移動者の
位置を細かく管理したりすることができる。
【００１８】
　請求項４に記載の制御システムによれば、識別側信号及び移動信号に基づいて中継側信
号を送信するか否かを決定し、決定結果に基づいて中継側信号を無線にて送信することに
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より、例えば、移動信号の移動情報として移動者が移動範囲を逸脱したか否かの情報を考
慮して、中継側信号の送信の有無を調整することができるので、移動者が移動範囲を逸脱
していない場合に、中継側信号の送信を停止させて、中継装置での中継側信号の送信に伴
う消費電力をなくしたり、移動者が移動範囲を逸脱した場合に、中継側信号の送信を開始
して、移動者の位置を細かく管理したりすることができる。
【００１９】
　請求項５に記載の制御システムによれば、識別側信号を受信し且つ移動信号を受信した
場合に警報を出力することにより、例えば、中継装置のユーザに対して移動者に関する注
意喚起を行って、当該ユーザに対して移動者の実際の位置を確認させることができる。
【００２０】
　請求項６に記載の制御システムによれば、発電手段が、直接的又は間接的に踏んだ際の
圧力によって発電手段が発電を行う靴内蔵型発電手段であることにより、例えば、移動者
が足を用いて移動した場合に発電するので、発電した電力を用いて識別側信号を確実に送
信することができ、移動者の位置を確実に管理することができる。
【００２１】
　請求項７に記載の制御システムによれば、移動者の一方の足に装着される一方の靴に設
けられている第１発電手段と、移動者の他方の足に装着される他方の靴に設けられている
第２発電手段とを備え、更に、第１発電手段にて発電された電力を用いて第１識別側信号
を送信する第１識別側送信手段と、第２発電手段にて発電された電力を用いて第２識別側
信号を送信する第２識別側送信手段とを備えることにより、例えば、中継装置が受信した
識別側信号の種類に応じて中継装置の動作を変える（例えば、第１識別側信号を受信した
場合には中継側信号を送信せずに、第２識別側信号を受信した場合には中継側信号を送信
する等）ことができるので、中継装置での消費電力及び移動者の位置管理の精度を考慮し
て制御システムを運用することができ、制御システムの利便性を向上させることができる
。
【００２２】
　請求項８に記載の制御システムによれば、第１識別側信号と第２識別側信号とが互いに
異なる強度にて送信されるように構成されていることにより、例えば、移動者からの距離
が近い位置の中継装置の現在位置、及び、移動者からの距離が遠い位置の中継装置の現在
位置を考慮して移動者の位置を管理することができるので、移動者の位置の管理精度を向
上させることができる。
【００２３】
　請求項９に記載の制御システムによれば、第１識別側信号と第２識別側信号とが互いに
異なる頻度にて送信されるように構成されていることにより、例えば、移動者の位置を細
かく管理したり、粗く管理したりすることができるので、移動者の位置の管理ニーズに沿
って、移動者の位置を適切に管理することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２４】
【図１】実施の形態に係る位置管理システムの設置状況を示す側面図である。
【図２】位置管理システムを例示するブロック図である。
【図３】図１の識別情報送信装置の斜め上方からの斜視図である。
【図４】移動者テーブルの構成例を示す図である。
【図５】位置情報テーブルの構成例を示す図である。
【図６】識別側信号送信処理のフローチャートである。
【図７】送信対象情報更新処理のフローチャートである。
【図８】端末側信号送信処理のフローチャートである。
【図９】位置管理処理のフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００２５】
　以下、本発明に係る制御システムの実施の形態について図面を参照しつつ詳細に説明す
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る。ただし、実施の形態によって本発明が限定されるものではない。
【００２６】
　本発明に係る制御システムは、識別情報送信装置と、中継装置と、制御装置とを備える
システムであって、移動者についての制御を行うシステムである。
【００２７】
　ここで、「移動者」とは、移動する者、または移動する物であり、具体的には、人間、
及び動物を含む概念であり、例えば、人間である子供、青年、中年、高齢者、及び動物で
ある犬、猫等を含む概念であり、乗り物である自動車、バイク、自転車、車椅子等を含む
概念である。また、「移動者についての制御」とは、移動者に関する制御であり、具体的
には、移動者を探索するために移動者の位置を管理する制御である。
【００２８】
　「識別情報送信装置」とは、識別側信号を無線にて送信する装置であり、具体的には、
中継装置と無線通信可能となる装置であって、移動者によって保持される装置である。こ
の識別情報送信装置の具体的な構成は任意であり、例えば、公知の汎用情報装置に識別側
信号の送信機能を付加してもよく、あるいは、識別側信号の送信を行う専用装置として構
成してもよい。特に、識別情報送信装置は、環境エネルギーを利用して発電された電力を
用いて識別情報の送信を行うように構成されており、このことによって、識別情報送信装
置を、商用電源を利用することが困難な場所に設置したり、電池容量に関する問題を気に
することなく設置したりすることができる。「識別側信号」とは、識別情報送信装置によ
って送信される無線信号であり、具体的には、識別情報送信装置を一意に識別するための
送信装置識別情報を、少なくとも含んでいる信号である。「環境エネルギー」とは、環境
において様々な形態で存在するエネルギーを意味し、例えば、光、熱、圧力（水力や波力
を含む）、音、振動、及び電波等を含む概念である。このような環境エネルギーを利用し
た発電（環境発電）により取得した電力であれば、その種類や原理を問わず、利用するこ
とが可能である。以下では、環境エネルギーを利用して発電手段を、移動者が保持して発
電手段を直接的又は間接的に踏んだ際の圧力によって当該発電手段が発電を行う「靴内蔵
型発電手段」として構成した場合について説明する。
【００２９】
　「中継装置」とは、信号を中継する装置であり、具体的には、識別情報送信装置から無
線にて送信された識別側信号を受信して、中継側信号を無線にて送信する装置であり、例
えば、中継用移動体端末、及び受信装置を含む概念である。「中継側信号」とは、中継装
置によって送信される無線信号であり、具体的には、送信装置識別情報を少なくとも含ん
でいる信号である。「中継用移動体端末」とは、移動可能な情報端末であって、移動者で
はなく後述する中継者によって携帯されるものであり、例えば、スマートフォンを含む携
帯電話端末、タブレット型コンピュータ、ＰＤＡ（Ｐｅｒｓｏｎａｌ　Ｄｉｇｉｔａｌ　
Ａｓｓｉｓｔａｎｔ）、メガネ型コンピュータや腕時計型コンピュータの如きウェアラブ
ルデバイス、及び車両に搭載されたカーナビゲーション装置を含む概念である。また、「
受信装置」とは、予め定められた地点に固定して設けられている装置であり、例えば、公
知の無線LANルータや無線アクセスポイント等の汎用情報装置に信号の中継機能を付加し
てもよく、あるいは、信号の中継を行う専用装置として構成してもよい。
【００３０】
　「制御装置」とは、移動者についての制御を行う装置であり、具体的には、中継装置か
ら無線にて送信された中継側信号を受信して、受信した中継側信号に基づいて、移動者に
ついての制御を行う装置であり、例えば、管理装置等を含む概念である。「管理装置」と
は、移動者を探索するために移動者の位置を管理する制御を行う装置であり、例えば、公
知の汎用情報サーバ装置に移動者の位置を管理する管理機能を付加してもよく、あるいは
、移動者の位置の管理を行う専用装置として構成してもよい
【００３１】
　そして、本実施の形態においては、移動者を探索するために移動者の位置を管理する制
御を行う場合について説明する。具体的には、「移動者」が管理対象者であって例えば認
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知症を患って徘徊する可能がある「高齢者」であり、「識別情報送信装置」が移動者によ
って装着される一足の靴の左右（つまり、右足用の靴、及び左足用の靴）各々に設けられ
る装置であり、「中継装置」が中継者の「中継用移動体端末」であり、「制御装置」が「
管理装置」である場合について説明する。ここで、「中継者」とは、信号を中継する者で
あり、具体的には、中継用移動体端末を携帯している者であって、人間、及び動物を含む
概念であるが、以下では、「中継者」が「人間」である場合について説明する。そして、
識別情報送信装置、中継用移動体端末、及び情報提供装置の対応関係は任意に決定するこ
とができるが、これらをそれぞれ少なくとも１台設ければよいが、以下では、前述のよう
に１人の移動者が識別情報送信装置を２台保持し、また、複数台の中継用移動体端末に対
して１台の管理装置を対応させて設置した場合について説明する。
【００３２】
（構成）
　最初に、実施の形態に係る位置管理システムの構成について説明する。図１は、実施の
形態に係る位置管理システムの設置状況を示す側面図、図２は、位置管理システムを例示
するブロック図である。これら図１、２に示すように、位置管理システム１は、制御シス
テムであり、識別情報送信装置１０ａ、１０ｂ、中継用移動体端末２０、及び１台の管理
装置３０を備えて構成されている。なお、これら図１、２に具体的に示す識別情報送信装
置１０ａ、１０ｂに関して、位置管理システム１においては、実際には、移動者が複数存
在し、識別情報送信装置１０ａ、１０ｂも複数組備えられることになるが、以下の説明で
は、これらの図１、２に具体的に示されている識別情報送信装置１０ａ、１０ｂを保持し
ている１人の移動者に主に着目して説明する。そして、識別情報送信装置１０ａ、１０ｂ
を互いに区別する必要が無い場合には、「識別情報送信装置１０」と総称して説明する。
また、図１、２に具体的に示す中継用移動体端末２０に関して、位置管理システム１にお
いては、実際には、中継者が複数存在し、中継用移動体端末２０も複数備えられることに
なるが、以下の説明では、これらの図１、２に具体的に示されている中継用移動体端末２
０を保持している１人の中継者に主に着目して説明する。識別情報送信装置１０は、移動
者によって保持されており、具体的には、識別情報送信装置１０ａは移動者の左足用の靴
に設けられて保持されており、識別情報送信装置１０ｂは右足用の靴に設けられて保持さ
れている。中継用移動体端末２０は、中継者によって保持されている。管理装置３０は、
情報管理センターのサーバルーム（図示省略）に設置されている。
【００３３】
（構成－識別情報送信装置）
　まず、識別情報送信装置１０について説明する。なお、識別情報送信装置１０ａ、１０
ｂは、記憶される送信装置識別情報、及び一部の機能を除いて相互に同様に構成すること
ができるので、主に識別情報送信装置１０ａについて説明し、識別情報送信装置１０ｂに
ついては、識別情報送信装置１０ａと異なる構成についてのみ説明する。
【００３４】
（構成－識別情報送信装置－左足）
　図３は、図１の識別情報送信装置１０ａの斜め上方からの斜視図である。この識別情報
送信装置１０ａは、移動者の左足用の靴に設けられて保持されるものであり、筐体１１の
内部に、発電ユニット１２、図２の識別側記憶部１３、識別側通信部１４、及び識別側制
御部１５を収容して構成されている。
【００３５】
（構成－識別情報送信装置－左足－筐体）
　図３の筐体１１は、移動者が当該移動者の足によって移動（例えば、歩いたり、又は、
走ったり）した場合に、直接的又は間接的に踏まれるように移動者が装着する靴の底に設
けられているものであり、当該移動によって踏まれた場合の外力を受けて変位するもので
ある。
【００３６】
（構成－識別情報送信装置－左足－発電ユニット）
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　発電ユニット１２は、環境エネルギーを利用して電力を発電する第１発電手段であり、
特に、移動者が発電部を直接的又は間接的に踏んだ際の圧力によって当該発電部が発電を
行う「靴内蔵型発電手段」として構成されている。また、この発電ユニット１２の具体的
な構成は任意であるが、例えば、何れも不図示の手段である、公知の圧電素子の如き発電
手段、公知のブリッジ回路の如き整流手段、及び、公知の２次電池又はキャパシタの如き
蓄電手段等を備えて構成されている。
【００３７】
（構成－識別情報送信装置－左足－識別側記憶部）
　図２の識別側記憶部１３は、識別情報送信装置１０ａの動作に必要なプログラム及び各
種のデータを記録する記録手段である。この識別側記憶部１３は、例えば、外部記録装置
としてのフラッシュメモリ（図示省略）を用いて構成されているが、フラッシュメモリに
代えてあるいはフラッシュメモリと共に、その他の任意の記録媒体を用いることができる
（後述する各装置の記憶部についても同様とする）。
【００３８】
　特に、識別側記憶部１３は、識別情報送信装置１０ａを一意に識別するための送信装置
識別情報を記憶する識別側記憶手段として構成されている。そして、この送信装置識別情
報については、識別情報送信装置１０ａの製造時に所定の入力手段を介して記録される（
なお、後述する各装置の識別情報についても、同様にして記録される）。
【００３９】
（構成－識別情報送信装置－左足－識別側通信部）
　識別側通信部１４は、中継用移動体端末２０との間で通信を行う通信手段であり、特に
、送信条件（以下、左足用送信条件）（第１送信条件）が充足した際に、発電ユニット１
２にて発電された電力を用いて、識別側記憶部１３にて記憶された送信装置識別情報を含
む識別側信号（第１識別側信号）を無線にて送信する識別側送信手段（第１識別側送信手
段）である。この識別側通信部１４の具体的な構造や通信方法は任意であるが、本実施の
形態においては、識別側通信部１４は、中継用移動体端末２０との間で、公知の構造によ
りＢｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）、又はｉＢｅａｃｏｎ（登録商標）、無線ＬＡＮ、Ｗ
ｉ－Ｆｉのような近距離無線通信規格による近距離無線通信を行う。ここで「左足用送信
条件」とは、識別情報送信装置１０ａが識別側信号を送信する条件である。例えば、左足
用送信条件は、移動者によって図３の筐体１１が１回のみ踏まれたこと（発電ユニット１
２にて電力が１回のみ発電され１回分の発電電力が識別情報送信装置１０ａの不図示の蓄
電手段に蓄電されたこと）であってもよく、また、移動者によって図３の筐体１１が複数
回踏まれたこと（発電ユニット１２にて電力が複数回発電されて複数回分の発電電力が識
別情報送信装置１０ａの不図示の蓄電手段に蓄電されたこと）であってもよい。そして、
以下では、左足用送信条件が、移動者によって図３の筐体１１が１回のみ踏まれたこと（
発電ユニット１２にて電力が１回のみ発電され１回分の発電電力が識別情報送信装置１０
ａの不図示の蓄電手段に蓄電されたこと）である場合について説明する。
【００４０】
（構成－識別情報送信装置－左足－識別側制御部）
　図２の識別側制御部１５は、識別情報送信装置１０ａを制御する制御手段である。この
識別側制御部１５は、具体的には、ＣＰＵ、当該ＣＰＵ上で解釈実行される各種のプログ
ラム（ＯＳなどの基本制御プログラムや、ＯＳ上で起動され特定機能を実現するアプリケ
ーションプログラムを含む）、及びプログラムや各種のデータを格納するためのＲＡＭや
フラシュメモリの如き内部メモリを備えて構成されるコンピュータ、もしくは、同等の機
能を実施するために構成された専用の半導体素子である（後述する各装置の制御部につい
ても同様とする）。この識別側制御部１５に対しては識別情報送信装置用プログラムが製
造工程において構成されるか、あるいは任意の記録媒体又はネットワークを介してインス
トールされることで、識別側制御部１５の各部を実質的に構成する（後述する各装置の制
御部についても同様とする）。この識別側制御部１５の各部によって実行される処理の詳
細については後述する。
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【００４１】
（構成－識別情報送信装置－右足）
　図２の識別情報送信装置１０ｂは、移動者の右足用の靴に設けられて保持されるもので
あり、記憶される送信装置識別情報、及び一部の機能を除いて、識別情報送信装置１０ａ
が備える構成と同様な構成を備えている。以下の説明では、識別情報送信装置１０ｂが備
える発電ユニット、及び各部については、「識別情報送信装置１０ｂの発電ユニット」、
「識別情報送信装置１０ｂの識別側通信部」等と称して説明する。このような識別情報送
信装置１０ｂにおいて、識別情報送信装置１０ｂの識別側記憶部は、識別情報送信装置１
０ｂを一意に識別するための送信装置識別情報を記憶する識別側記憶手段である。また、
識別情報送信装置１０ｂの識別側通信部は、中継用移動体端末２０との間で通信を行う通
信手段であり、特に、識別情報送信装置１０ａの左足用送信条件とは異なる送信条件（以
下、右足用送信条件）（第２送信条件）が充足した際に、識別情報送信装置１０ｂの発電
ユニット（第２発電手段）にて発電された電力を用いて、識別情報送信装置１０ｂの識別
側記憶部にて記憶された送信装置識別情報を含む識別側信号（第２識別側信号）を無線に
て送信する第２識別側送信手段である。ここで「右足用送信条件」とは、識別情報送信装
置１０ｂが識別側信号を送信する条件である。例えば、右足用送信条件は、移動者によっ
て識別情報送信装置１０ｂの筐体（図３の筐体１１と同様な構成）が１回のみ踏まれたこ
と（識別情報送信装置１０ｂの発電ユニットにて電力が１回のみ発電され１回分の発電電
力が識別情報送信装置１０ｂの不図示の蓄電手段に蓄電されたこと）であってもよく、ま
た、移動者によって識別情報送信装置１０ｂの筐体が複数回踏まれたこと（識別情報送信
装置１０ｂの発電ユニットにて電力が複数回発電されて複数回分の発電電力が識別情報送
信装置１０ｂの不図示の蓄電手段に蓄電されたこと）、あるいは蓄電された電力量が所定
の値に達したという条件であってもよい。そして、以下では、右足用送信条件が、移動者
によって識別情報送信装置１０ｂの筐体が複数回（具体的には、５００回）踏まれたこと
（識別情報送信装置１０ｂの発電ユニットにて電力が複数回（具体的には、５００回）発
電されて複数回分の発電電力が識別情報送信装置１０ｂの不図示の蓄電手段に蓄電された
こと）である場合について説明する。つまり、前述の識別情報送信装置１０ａの識別側通
信部１４及び識別情報送信装置１０ｂの識別側通信部が、互いに異なる頻度で互いに異な
る強度にて識別側信号を送信するように構成されている場合について、以下説明する。
【００４２】
（構成－中継用移動体端末）
　次に、中継用移動体端末２０について説明する。なお、複数台の中継用移動体端末２０
は、記憶される情報を除いて相互に同様に構成することができるので、以下の構成の説明
においては、１台の中継用移動体端末２０を対象に説明する。図２に示すように、この中
継用移動体端末２０は、中継装置であり、端末側通信部２１、入力部２２、出力部２３、
端末側記憶部２４、端末側検出部２５、及び端末側制御部２６を備える。
【００４３】
（構成－中継用移動体端末－端末側通信部）
　端末側通信部２１は、識別情報送信装置１０との間、及び管理装置３０との間で通信を
行う通信手段であり、特に、識別情報送信装置１０の識別側通信部１４から送信された識
別側信号を受信する端末側受信手段（中継側受信手段）であり、また、端末側通信部２１
にて受信された識別側信号に含まれている送信装置識別情報と、端末側検出部２５が検出
した中継用移動体端末２０の現在の位置である現在位置を特定する現在位置特定情報と、
を少なくとも含む端末側信号（中継側信号）を無線にて送信する端末側送信手段（中継側
送信手段）である。この端末側通信部２１の具体的な構造や通信方法は任意であるが、本
実施の形態においては、端末側通信部２１は、識別情報送信装置１０との間で、公知の構
造によりＢｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）のような近距離無線通信規格による近距離無線
通信を行うと共に、管理装置３０との間で、公知の構造により３Ｇパケット通信やＬＴＥ
パケット通信等の広域通信手段、もしくはＷｉ－Ｆｉや無線ＬＡＮといった中域の通信手
段を用いて、インターネットの如きネットワークに対して無線通信を行う。
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【００４４】
（構成－中継用移動体端末－入力部）
　入力部２２は、ユーザ（つまり、中継者）から中継用移動体端末２０に対して情報、も
しくは指示を入力するための入力手段である。この入力部２２の具体的な構成は任意であ
るが、例えば、入力部２２は、ユーザの指等で接触されることにより、当該ユーザから各
種手動入力を受け付ける公知のタッチパッドとして構成されている。このタッチパッドは
、透明又は半透明状に形成され、後述する出力部２３を構成するディスプレイの前面にお
いて当該ディスプレイの表示面と重畳するように設けられてタッチパネルとして形成され
ている。このタッチパッドとしては、例えば抵抗膜方式や静電容量方式等による操作位置
検出手段を備えた公知のタッチパッドを使用することができる。
【００４５】
（構成－中継用移動体端末－出力部）
　出力部２３は、中継用移動体端末２０から外部（ユーザ）に対して情報を出力するため
の出力手段である。この出力部２３の具体的な構成は任意であるが、例えば、出力部２３
は、ディスプレイ及びスピーカとして構成されている。ディスプレイの具体的な構成は任
意であり、公知の液晶ディスプレイや有機ＥＬディスプレイの如きフラットパネルディス
プレイを使用することができる。スピーカの具体的な構成も任意であり、公知のダイナミ
ックスピーカーやピエゾスピーカを使用することができる。
【００４６】
（構成－中継用移動体端末－端末側記憶部）
　端末側記憶部２４は、中継用移動体端末２０の動作に必要なプログラム及び各種のデー
タを記録する記録手段であり、特に、中継用移動体端末２０を一意に識別するための端末
識別情報、及び高頻度側送信対象情報を記憶する端末側記憶手段として構成されている。
【００４７】
　ここで「高頻度側送信対象情報」とは、後述する高頻度側送信装置識別情報のうちの、
中継用移動体端末２０から管理装置３０に対して送信するべきものを特定する情報であり
、具体的には、高頻度側送信装置識別情報を含む端末側信号を送信するか否かを判定する
ための基準となる情報（つまり、高頻度側送信装置識別情報を含む端末側信号を送信する
ためのフラグとして機能する情報）であって、例えば、送信するもののみの送信装置識別
情報が含まれている情報である。ここで、「高頻度側送信装置識別情報」とは、移動者各
々が保持している２つの識別情報送信装置のうちの、識別側信号の送信頻度が多い方の識
別情報送信装置を特定する情報であり、具体的には、当該識別情報送信装置の送信装置識
別情報である。そして、この高頻度側送信対象情報については、後述する送信対象情報更
新処理を実行することにより更新される。
【００４８】
（構成－中継用移動体端末－端末側検出部）
　図２の端末側検出部２５は、中継用移動体端末２０の現在位置（現在地）を検出する端
末側現在位置検出手段（中継側現在位置検出手段）である。この端末側検出部２５は、Ｇ
ＰＳ又は複数の基地局情報（緯度・経度・電界強度）、Ｗｉ－Ｆｉアクセスポイント情報
、ｉＢｅａｃｏｎ等の特定位置に帰属する位置情報マーカ情報、画像認識による位置特定
情報、超音波を含む音に重畳された位置情報、ならびに赤外線を含む光通信、可視光通信
によって得られる位置情報、地磁気の微細な変動により特定できる位置情報など、現在位
置を特定するための情報のうち、いずれかひとつ、もしくは複数の機能（いずれも図示省
略）を有し、現在の中継用移動体端末２０の位置（例えば、経度及び緯度の座標等）等を
公知の方法にて検出する。
【００４９】
（構成－中継用移動体端末－端末側制御部）
　端末側制御部２６は、中継用移動体端末２０を制御する制御手段である。この端末側制
御部２６は、機能概念的に、端末側決定部２６ａを備える。この端末側決定部２６ａは、
端末側通信部２１にて受信された識別側信号に基づいて、端末側通信部２１から端末側信
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号を送信するか否かを決定する端末側決定手段（中継側決定手段）である。この端末側制
御部２６の各部によって実行される処理の詳細については後述する。
【００５０】
（構成－管理装置）
　次に、管理装置３０について説明する。図２に示すように、この管理装置３０は、制御
装置であり、管理側通信部３１、管理側記憶部３２、及び管理側制御部３３を備える。
【００５１】
（構成－管理装置－管理側通信部）
　管理側通信部３１は、中継用移動体端末２０との間で通信を行う通信手段であり、特に
、中継用移動体端末２０の端末側通信部２１から送信された端末側信号を受信する管理側
受信手段（制御側受信手段）である。この管理側通信部３１の具体的な構造や通信方法は
任意であるが、本実施の形態においては、管理側通信部３１は、中継用移動体端末２０と
の間で、公知の構造によりインターネットの如きネットワークを介した通信を行う。
【００５２】
（構成－管理装置－管理側記憶部）
　管理側記憶部３２は、管理装置３０の動作に必要なプログラム及び各種のデータを記録
する記録手段であり、特に、移動者テーブル３２ａ、及び位置情報テーブル３２ｂを記憶
する管理側記憶手段である。
【００５３】
　ここで、「移動者テーブル」３２ａとは、移動者についての情報であり、具体的には、
移動者が保持している識別情報送信装置１０、移動者が移動する予定の範囲である移動範
囲であって、予め定められている当該移動範囲、及び移動者の現在の状態を特定する情報
である。図４は、移動者テーブル３２ａの構成例を示す図である。この移動者テーブル３
２ａは、項目「移動者識別情報」、項目「高頻度側送信装置識別情報」、項目「低頻度側
送信装置識別情報」、項目「移動範囲情報」、及び項目「状態情報」を含み、これら各項
目に対応する情報を関連付けて構成されている。項目「移動者識別情報」に対応する情報
は、図２の位置管理システム１での管理対象者である移動者を特定する移動者識別情報で
ある（図４では、移動者ＩＤであり「ＡＡＡＡ」等）。また、項目「高頻度側送信装置情
報」に対応する情報は、前述した高頻度側送信装置識別情報である（図４では、送信装置
識別情報であり、「ＩＤＡｌ１」等）。なお、「ＩＤＡｌ１」は、図２の識別情報送信装
置１０ａの送信装置識別情報であり、「ＩＤＡｌ２」及び「ＩＤＡｌ３」は、不図示の識
別情報送信装置の送信装置識別情を示しており、この情報中の「ｌ」は高頻度側送信装置
情報自体であることを識別するための識別子であるものとして、以下説明する。また、図
４の項目「低頻度側送信装置識別情報」に対応する情報は、移動者各々が保持している２
つの識別情報送信装置のうちの、識別側信号の送信頻度が少ない方の識別情報送信装置を
特定する低頻度側送信装置情報である（図４では、送信装置識別情報であり、「ＩＤＡｒ
１」等）。なお、「ＩＤＡｒ１」は、図２の識別情報送信装置１０ｂの送信装置識別情報
であり、「ＩＤＡｒ２」及び「ＩＤＡｒ３」は、不図示の識別情報送信装置の送信装置識
別情を示しており、この情報中の「ｒ」は低頻度側送信装置情報自体であることを識別す
るための識別子であるものとして、以下説明する。また、図４の項目「移動範囲情報」に
対応する情報は、移動者が移動する予定の範囲である移動範囲（つまり、ジオフェンス）
であって、予め定められている移動範囲を特定する移動範囲情報である（図４では、移動
範囲を多角形として定義した場合における、当該多角形の頂点に対応する経度及び緯度の
座標の集合であり「（Ｘ１１、Ｙ１１）、（Ｘ１２、Ｙ１２）、・・・」の集合等）であ
る。また、項目「状態情報」に対応する情報は、移動者についての現在の状態を特定する
状態情報である（図４では、「普通」、「異常」、及び「探索」）。なお、「普通」とは
、移動者が普段の活動を行っていることに対応しており、具体的には、移動者が移動範囲
内におり、且つ、移動者に関して位置情報取得要求が行われていないことに対応している
。ここで、「位置情報取得要求」とは、移動者の位置情報を取得することの要求であり、
具体的には、移動者の保護者（例えば、家族等）からの要求であって、当該保護者の不図
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示の携帯端末等を介して図２の管理装置３０に送信される要求であり、例えば、探索の対
象の移動者の移動者識別情報を含む要求である。図４の「異常」とは、移動者が普段の活
動以外の活動を行っていることに対応しており、具体的には、移動者が移動範囲外に移動
しており、且つ、移動者に関して位置情報取得要求が行われていないことに対応している
。「探索」とは、移動者が探索されていることに対応しており、具体的には、移動者に関
して位置情報取得要求が行われていることに対応している。そして、この移動者テーブル
３２ａについては、図２の中継用移動体端末２０、あるいは不図示のパーソナルコンピュ
ータ等の探索依頼者（一例としては、移動者の家族）側が使用するネットワークに接続さ
れた入力手段を持つ情報端末装置等を含む任意の装置から入力され、管理装置３０に送信
されて記録され、また、後述する位置管理処理を実行することにより更新される。
【００５４】
　また、図２の「位置情報テーブル」３２ｂとは、移動者の位置についての情報である。
図５は、位置情報テーブル３２ｂの構成例を示す図である。この位置情報テーブル３２ｂ
は、項目「移動者識別情報」、項目「送信装置識別情報」、項目「受信日時情報」、及び
項目「現在位置特定情報」を含み、これら各項目に対応する情報を関連付けて構成されて
いる。項目「移動者識別情報」に対応する情報は、図４の同一名称の項目に対応する情報
と同一である。また、項目「送信装置識別情報」に対応する情報は、管理側通信部３１が
受信した端末側信号に含まれている送信装置識別情報である（図５では、「ＩＤＡｒ１」
、「ＩＤＡｌ１」等）。また、項目「受信日時情報」に対応する情報は、中継用移動体端
末２０からの端末側信号（つまり、送信装置識別情報）を受信した日時を特定する受信日
時情報（図５では、日時であり「２０１５０２０２１３００００等である）。なお、この
「２０１５０２０２１３００００」については、端末側信号を受信した日時が２０１５年
０２月０２日の１３時００分００秒であることを示している。項目「現在位置特定情報」
に対応する情報は、管理側通信部３１が受信した端末側信号に含まれている現在位置特定
情報である（図５では、経度及び緯度の座標であり「Ｘ４１、Ｙ４１」等）。そして、こ
の位置情報テーブル３２ｂについては、後述する端末側信号送信処理を行うことによって
記録される。
【００５５】
（構成－管理装置－管理側制御部）
　図２の管理側制御部３３は、管理装置３０を制御する制御手段（制御側制御手段）であ
る。この管理側制御部３３の各部によって実行される処理の詳細については後述する。
【００５６】
（処理）
　次に、このように構成された位置管理システム１によって実行される識別情報送信装置
側処理、中継用移動体端末側処理、及び管理装置側処理について説明する。
【００５７】
（処理－識別情報送信装置側処理（識別側信号送信処理））
　まず、識別情報送信装置側処理について説明する。識別情報送信装置側処理とは、図２
の識別情報送信装置１０によって実行される処理であり、具体的には、識別側信号送信処
理である。図６は、識別側信号送信処理のフローチャートである（以下の各処理の説明で
はステップを「Ｓ」と略記する）。「識別側信号送信処理」とは、図２の識別情報送信装
置１０から中継用移動体端末２０に識別側信号を送信する処理であり、より詳細には、識
別情報送信装置１０ａから中継用移動体端末２０に識別側信号を送信する処理である「左
側識別側信号送信処理」（図６の符号「ＳＡ」についての処理）と、識別情報送信装置１
０ｂから中継用移動体端末２０に識別側信号を送信する処理である「右側識別側信号送信
処理」（図６の符号「ＳＢ」についての処理）と、を含む処理である。この識別側信号送
信処理を起動するタイミングは任意であるが、ここでは、例えば、図２の識別情報送信装
置１０（つまり、自身）の電源が投入された後に起動して実行を開始し、当該処理が終了
する毎に繰り返し起動するものとして、起動した後から説明する（後述する各処理につい
ても同様とする）。
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【００５８】
（処理－識別側信号送信処（識別側信号送信処理）－左側識別側信号送信処理）
　まず、図６に示すように、ＳＡ１において識別情報送信装置１０ａの識別側制御部１５
は、送信条件を充足したか否かを判定する。具体的には、左足用送信条件を充足したか否
かを判定する。ここでの判定手法については、任意の手法を用いることができるが、例え
ば、図３の筐体１１を踏んだことを検出する不図示の検出手段（以下、識別情報送信装置
１０ａ側検出手段）が設けられていることとし、この検出手段による「筐体１１を踏んだ
こと」の検出回数を計数して判定する手法を用いるものとして、以下説明する。そして、
移動者が座った状態で筐体１１が踏まれておらずに、発電されていない場合、識別情報送
信装置１０ａ側検出手段の検出回数が「０回」であるために、送信条件を充足していない
ものと判定し（ＳＡ１のＮＯ）、送信条件を充足したものと判定するまで、繰り返しＳＡ
１を実行する。また、移動者が足による移動を開始した場合、筐体１１が踏まれることに
なり、発電ユニット１２で発電されて、識別情報送信装置１０ａ側検出手段が「１回」を
検出した場合、送信条件（具体的には、左足用送信条件）を充足したものと判定（ＳＡ１
のＹＥＳ）し、ＳＡ２に移行する。
【００５９】
　図６に戻って、ＳＡ２において識別情報送信装置１０ａの識別側制御部１５は、識別側
信号を送信する。具体的には、図２の自己の識別側記憶部１３の送信装置識別情報を取得
し、取得した送信装置識別情報を含む識別側信号を生成し、生成した識別側信号を、識別
側通信部１４を介して、中継用移動体端末２０に対して、ＳＡ１で発電ユニット１２にて
発電された電力を用いて、第１の強度で無線にて送信する。ここで、「第１の強度」とは
、無線送信される識別側信号の強度であり、具体的には、発電ユニット１２での１回分の
発電電力に対応する強度であり、例えば、識別情報送信装置１０ａから３～３０メートル
離れた地点にて無線受信できる程度の強度である。ここでは、例えば、図２の場合、「自
己の識別側記憶部１３の送信装置識別情報」＝「ＩＤＡｌ１」を取得し、取得した「ＩＤ
Ａｌ１」を含む識別側信号を生成し、生成した識別側信号を、識別側通信部１４を介して
、中継用移動体端末２０に対して、ＳＡ１で発電ユニット１２にて発電された電力を用い
て、第１の強度で無線にて送信する。これにて、左側識別側信号送信処理を終了する。
【００６０】
（処理－識別側信号送信処（識別側信号送信処理）－右側識別側信号送信処理）
　まず、図６に示すように、ＳＢ１において識別情報送信装置１０ｂの識別側制御部は、
送信条件を充足したか否かを判定する。具体的には、右足用送信条件を充足したか否かを
判定する。ここでの判定手法については、任意の手法を用いることができるが、例えば、
ＳＡ１での判定と同様な判定手法、つまり、識別情報送信装置１０ｂの筐体を踏んだこと
を検出する不図示の検出手段（以下、識別情報送信装置１０ｂ側検出手段）が設けられて
いることとし、この検出手段による「識別情報送信装置１０ｂの筐体を踏んだこと」の検
出回数を計数して判定する手法を用いるものとして、以下説明する。そして、移動者が座
った状態で識別情報送信装置１０ｂの筐体が踏まれておらずに、発電されていない場合、
識別情報送信装置１０ｂ側検出手段の検出回数が「０回」であるために、送信条件を充足
していないものと判定し（ＳＢ１のＮＯ）、送信条件を充足したものと判定するまで、繰
り返しＳＢ１を実行する。また、移動者が足による移動を開始した場合、識別情報送信装
置１０ｂの筐体が踏まれることになり、識別情報送信装置１０ｂの発電ユニットで発電さ
れて、識別情報送信装置１０ｂ側検出手段が「５００回」を検出した場合、送信条件（具
体的には、右足用送信条件）を充足したものと判定（ＳＢ１のＹＥＳ）し、ＳＢ２に移行
する。
【００６１】
　ＳＢ２において識別情報送信装置１０ｂの識別側制御部は、識別側信号を送信する。具
体的には、自己の識別側記憶部の送信装置識別情報を取得し、取得した送信装置識別情報
を含む識別側信号を生成し、生成した識別側信号を、識別情報送信装置１０ｂの識別側通
信部を介して、中継用移動体端末２０に対して、ＳＢ１で識別情報送信装置１０ｂの発電
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ユニットにて発電された電力を用いて、第２の強度で無線にて送信する。ここで、「第２
の強度」とは、無線送信される識別側信号の強度であって、「第１の強度」よりも強い強
度であり、具体的には、識別情報送信装置１０ｂの発電ユニットでの５００回分の発電電
力に対応する強度であり、例えば、識別情報送信装置１０ｂから１００～３００メートル
離れた地点にて無線受信できる程度の強度である。ここでは、例えば、図２の場合、「自
己の識別側記憶部の送信装置識別情報」＝「ＩＤＡｒ１」を取得し、取得した「ＩＤＡｒ
１」を含む識別側信号を生成し、生成した識別側信号を、識別情報送信装置１０ｂの識別
側通信部を介して、中継用移動体端末２０に対して、ＳＢ１で識別情報送信装置１０ｂの
発電ユニットにて発電された電力（発電５００回分の電力）を用いて、第２の強度で無線
にて送信する。これにて、右側識別側信号送信処理を終了する。
【００６２】
（処理－中継用移動体端末側処理）
　次に、中継用移動体端末側処理について説明する。移動体端末側処理とは、図２の中継
用移動体端末２０によって実行される処理であり、具体的には、送信対象情報更新処理、
及び端末側信号送信処理である。
【００６３】
（処理－中継用移動体端末側処理－送信対象情報更新処理）
　まず、送信対象情報更新処理について説明する。図７は、送信対象情報更新処理のフロ
ーチャートである。「送信対象情報更新処理」とは、図２の中継用移動体端末２０の端末
側記憶部２４の高頻度側送信対象情報を更新する処理である。
【００６４】
　まず、図７に示すように、ＳＣ１において中継用移動体端末２０の端末側制御部２６は
、低頻度側送信装置識別情報が含まれている識別側信号を受信したか否かを判定する。具
体的には、図２の端末側通信部２１を介して受信した識別側信号から送信装置識別情報を
取得し、取得した送信装置識別情報の識別子を特定し、特定した識別子が低頻度を示す前
述の「ｒ」であるか否かに基づいて判定する。そして、識別側信号を受信していない場合
、又は、受信した識別側信号に含まれる識別子が「ｒ」でない場合、低頻度側送信装置識
別情報が含まれている識別側信号を受信しなかったものと判定し（ＳＣ１のＮＯ）、低頻
度側送信装置識別情報が含まれている識別側信号を受信したものと判定するまで、繰り返
しＳＣ１を実行する。また、受信した識別側信号に含まれる識別子が「ｒ」である場合、
低頻度側送信装置識別情報が含まれている識別側信号を受信したものと判定し（ＳＣ１の
ＹＥＳ）、ＳＣ２に移行する。ここでは、例えば、「ＩＤＡｌ１」を含む識別側信号を受
信した場合、低頻度側送信装置識別情報が含まれている識別側信号を受信しなかったもの
と判定し、「ＩＤＡｒ１」を含む識別側信号を受信した場合、低頻度側送信装置識別情報
が含まれている識別側信号を受信したものと判定する。
【００６５】
　図７に戻って、ＳＣ２において中継用移動体端末２０の端末側決定部２６ａは、情報を
取得する。具体的には、図２の端末側通信部２１を介して管理装置３０の管理側記憶部３
２の移動者テーブル３２ａにアクセスし、アクセスした移動者テーブル３２ａにおいて図
７のＳＣ１で受信した識別側信号の送信装置識別情報に対応付けられている情報として、
図４の状態情報及び高頻度側送信装置識別情報を取得する。ここでは、例えば、ＳＣ１で
「ＩＤＡｒ１」を含む識別側信号を受信した場合、図４の「普通」及び「ＩＤＡｌ１」を
取得する。なお、ここでの、端末側決定部２６ａが管理装置３０にアクセスして当該管理
装置から取得（受信）する情報（状態情報及び高頻度側送信装置識別情報）が、「移動者
の移動に関する情報である移動情報」に相当し、当該アクセスに応じて管理装置３０側か
ら中継用移動体端末２０側で受信される情報信号であって状態情報及び高頻度側送信装置
識別情報を含んでいるものが「移動信号（第１移動信号）」に相当する。
【００６６】
　図７に戻って、ＳＣ３において中継用移動体端末２０の端末側決定部２６ａは、高頻度
側送信対象情報を更新する。具体的には、ＳＣ２で取得した情報に基づいて、図２の端末
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側記憶部２４の高頻度側送信対象情報を更新する。詳細には、ＳＣ２で取得した図４の状
態情報が「普通」である場合には、ＳＣ２で取得した高頻度側送信装置識別情報が、図２
の端末側記憶部２４の高頻度側送信対象情報に含まれないように更新し、ＳＣ２で取得し
た図４の状態情報が「異常」又は「探索」である場合には、ＳＣ２で取得した高頻度側送
信装置識別情報が、図２の端末側記憶部２４の高頻度側送信対象情報に含まれるように更
新する。ここでは、例えば、ＳＣ２で「普通」及び「ＩＤＡｌ１」を取得した場合におい
て、図２の端末側記憶部２４の高頻度側送信対象情報に「ＩＤＡｌ１」が含まれていない
場合、現状を維持し、一方、図２の端末側記憶部２４の高頻度側送信対象情報に「ＩＤＡ
ｌ１」が既に含まれている場合、当該含まれている「ＩＤＡｌ１」を消去する。また、例
えば、ＳＣ２で「異常」及び「ＩＤＡｌ２」を取得した場合において、図２の端末側記憶
部２４の高頻度側送信対象情報に「ＩＤＡｌ２」が含まれていない場合、「ＩＤＡｌ２」
を新たに記録し（含め）、一方、図２の端末側記憶部２４の高頻度側送信対象情報に「Ｉ
ＤＡｌ２」が既に含まれている場合、現状を維持する。なお、ＳＣ２で「探索」及び「Ｉ
ＤＡｌ３」を取得した場合は、ＳＣ２で「異常」及び「ＩＤＡｌ２」を取得した場合と同
様な処理を行う。これにて、送信対象情報更新処理を終了する。
【００６７】
（処理－中継用移動体端末側処理－端末側信号送信処理）
　次に、端末側信号送信処理について説明する。図８は、端末側信号送信処理のフローチ
ャートである。「端末側信号送信処理」とは、図２の中継用移動体端末２０から管理装置
３０に端末側信号を送信する処理である。
【００６８】
　まず、図８に示すように、ＳＤ１において中継用移動体端末２０の端末側制御部２６は
、識別側信号を受信したか否かを判定する。具体的には、端末側通信部２１を監視して、
当該端末側通信部２１を介して、識別側信号（低頻度側送信装置識別情報を含む識別側信
号又は高頻度側送信装置識別情報を含む識別側信号）を受信したか否かを判定する。そし
て、図６において識別側信号が送信されない場合、又は、図６のＳＡ２又はＳＢ２で送信
された識別側信号が中継用移動体端末２０に到達しない場合、端末側通信部２１は識別側
信号を受信せずに、識別側信号を受信しなかったものと判定し（ＳＤ１のＮＯ）、識別側
信号を受信したものと判定するまで、繰り返しＳＤ１を実行する。また、図６のＳＡ２又
はＳＢ２で送信された識別側信号が中継用移動体端末２０に到達して、到達した識別側信
号を端末側通信部２１が受信した場合、識別側信号を受信したものと判定し（ＳＤ１のＹ
ＥＳ）、ＳＤ２に移行する。
【００６９】
　図８に戻って、ＳＤ２において中継用移動体端末２０の端末側決定部２６ａは、端末側
信号を送信するか否かを判定する。具体的には、ＳＤ１で受信した識別側信号の種類（具
体的には、低頻度側送信装置識別情報を含む識別側信号又は高頻度側送信装置識別情報を
含む識別側信号）及び図２の端末側記憶部２４の高頻度送信対象情報に基づいて、端末側
信号を送信するか否かを判定する。詳細には、まず、ＳＤ１で受信した識別側信号から送
信装置識別情報を取得し、取得した送信装置識別情報の識別子を特定し、特定した識別子
が低頻度を表す前述の「ｒ」である場合、低頻度側送信装置識別情報を含む識別側信号で
あるものと判定し、また、特定した識別子が高頻度を表す前述の「ｌ」である場合、高頻
度側送信装置識別情報を含む識別側信号であるものと判定する（以下、種類判定ステップ
）。次に、「種類判定ステップ」にて低頻度側送信装置識別情報を含む識別側信号である
ものと判定した場合、端末側記憶部２４の高頻度送信対象情報に関わらず無条件で、端末
側信号を送信するものと判定する（つまり、低頻度で送信される識別側信号である場合に
は、無条件で送信するものと判定する）。また、「種類判定ステップ」にて高頻度側送信
装置識別情報を含む識別側信号であるものと判定した場合、端末側記憶部２４の高頻度送
信対象情報を参照し、参照した高頻度送信対象情報に前述の取得した送信装置識別情報が
含まれている場合に、端末側信号を送信するものと判定し、参照した高頻度送信対象情報
に前述の取得した送信装置識別情報が含まれていない場合に、端末側信号を送信しないも
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のと判定する（つまり、高頻度で送信される識別側信号である場合には、前述の図７の送
信対象情報更新処理で更新される高頻度送信対象情報に基づいて、判定する）。そして、
端末側信号を送信するものと判定した場合（ＳＤ２のＹＥＳ）、ＳＤ３に移行し、端末側
信号を送信しないものと判定した場合（ＳＤ２のＹＥＳ）、ＳＤ１に移行する。
【００７０】
　ここでは、例えば、ＳＤ１にて「ＩＤＡｒ１」を含む識別側信号を受信した場合、端末
側信号を送信するものと無条件で判定する。また、例えば、ＳＤ１にて「ＩＤＡｌ１」を
含む識別側信号を受信した場合、図２の端末側記憶部２４の高頻度側送信対象情報を参照
して、参照した当該高頻度側送信対象情報に「ＩＤＡｌ１」が含まれている場合に、端末
側信号を送信するものと判定し、参照した当該高頻度側送信対象情報に「ＩＤＡｌ１」が
含まれていない場合に、端末側信号を送信しないものと判定する。
【００７１】
　図８に戻って、ＳＤ３において中継用移動体端末２０の端末側制御部２６は、端末側信
号を生成する。具体的には、端末側検出部２５の検出結果を現在位置特定情報として取得
し、また、ＳＤ１で受信した識別側信号から送信装置識別情報を取得し、これらの取得し
た現在位置特定情報及び送信装置識別情報を含む端末側信号を生成する。ここでは、例え
ば、図８のＳＤ１において「ＩＤＡｒ１」を含む識別側情報を受信し、また、「Ｘ４１、
Ｙ４１」を現在位置特定情報として取得した場合、これらの「ＩＤＡｒ１」及び「Ｘ４１
、Ｙ４１」を含む端末側信号を生成する。
【００７２】
　次に、ＳＤ４において中継用移動体端末２０の端末側制御部２６は、端末側信号を送信
する。具体的には、ＳＤ３で生成した端末側信号を、端末側通信部２１を介して、管理装
置３０に無線にて送信する。ここでは、例えば、「ＩＤＡｒ１」及び「Ｘ４１、Ｙ４１」
を含む端末側信号を、端末側通信部２１を介して、管理装置３０に無線にて送信する。こ
れにて、端末側信号送信処理を終了する。
【００７３】
　一方、図２の管理装置３０の管理制御部３３は、図８のＳＤ４で送信された端末側信号
を、管理側通信部３１及びネットワークを介して受信して、受信した端末側信号に基づい
て、位置情報テーブル３２ｂの少なくとも一部の情報を更新（記録）する。具体的には、
管理側通信部３１を介して受信した端末側信号から送信装置識別情報及び現在位置特定情
報を取得し、また、不図示の計時手段の計時結果に基づいて端末側信号を受信した日時を
特定し、また、図４において、前述の取得した送信装置識別情報に対応する移動者識別情
報を特定した上で、図５において、特定した移動者識別情報、取得した送信装置識別情報
、特定した日時を特定する受信日時情報、及び取得した現在位置特定情報を互いに関連付
けて記録する。ここでは、例えば、管理側通信部３１を介して受信した端末側信号である
、「ＩＤＡｒ１」及び「Ｘ４１、Ｙ４１」を含む端末側信号含む端末側信号から「送信装
置識別情報」＝「ＩＤＡｒ１」及び「現在位置特定情報」＝「Ｘ４１、Ｙ４１」を取得し
、また、「不図示の計時手段の計時結果に基づいて端末側信号を受信した日時」＝「２０
１５年０２月０２日１３時００分００秒」を特定し、また、図４において、前述の取得し
た「ＩＤＡｒ１」に対応する「移動者識別情報」として「ＡＡＡＡ」を特定した上で、図
５において、図面最上段の情報を記録する。
【００７４】
（処理－管理装置側処理（位置管理処理））
　次に、管理装置側処理について説明する。管理装置側処理とは、図２の管理装置３０に
よって実行される処理であり、具体的には、位置管理処理である。図９は、位置管理処理
のフローチャートである。「位置管理処理」とは、移動者の位置を管理する処理であり、
具体的には、管理側記憶部３２の移動者テーブル３２ａ（具体的には、図４の状態情報）
を更新したり、後述する位置情報を生成したりする処理である。
【００７５】
　まず、図９に示すように、ＳＥ１において管理装置３０の管理側制御部３３は、低頻度
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側送信装置識別情報が含まれている端末側信号を受信したか否かを判定する。具体的には
、図７のＳＣ１での識別側信号の判定と同様にして判定する。そして、端末側信号を受信
していない場合、又は、受信した端末側信号に含まれる識別子が「ｒ」でない場合、低頻
度側送信装置識別情報が含まれている端末側信号を受信しなかったものと判定し（ＳＥ１
のＮＯ）、低頻度側送信装置識別情報が含まれている端末側信号を受信したものと判定す
るまで、繰り返しＳＥ１を実行する。また、受信した端末側信号に含まれる識別子が「ｒ
」である場合、低頻度側送信装置識別情報が含まれている端末側信号を受信したものと判
定し（ＳＥ１のＹＥＳ）、ＳＥ２に移行する。ここでは、例えば、「ＩＤＡｌ１」を含む
識別側信号を受信した場合、低頻度側送信装置識別情報が含まれている端末側信号を受信
しなかったものと判定し、「ＩＤＡｒ１」を含む端末側信号を受信した場合、低頻度側送
信装置識別情報が含まれている端末側信号を受信したものと判定する。
【００７６】
　図９に戻って、ＳＥ２において管理装置３０の管理側制御部３３は、ＳＥ１で受信した
端末側信号に対応する移動者の状態が異常であるか否かを判定する。具体的には、図２の
管理側記憶部３２の移動者テーブル３２ａ及び位置情報テーブル３２ｂに基づいて、移動
者が移動範囲を逸脱したか否かを判定し、当該判定結果に基づいて、移動者の状態が、異
常であるか否かを判定する。詳細には、図５において、同一の移動者識別情報に対応付け
られている情報を、受信日時情報を基準に時系列（例えば、過去から現在に向かって）に
並び替えた上で、現在位置特定情報に着目して、移動者の移動経路を特定し、特定した移
動経路が図４における対応する移動範囲情報が特定する移動範囲から逸脱しているか否か
に基づいて、移動者が移動範囲を逸脱したか否かを判定し、当該判定結果に基づいて、移
動者の状態が異常であるか否かを判定する。ここで、「特定した移動経路が図４における
対応する移動範囲情報が特定する移動範囲から逸脱しているか否かに基づいて、移動者が
移動範囲を逸脱したか否かを判定する」処理についてより詳細は、図５の現在位置特定情
報は、実際には、移動者自体の位置でなく、移動者の周辺（具体的には、識別側信号が到
達する範囲）にいる中継者の位置を示していることに着目して、例えば、特定した移動経
路が図４における対応する移動者識別情報の移動範囲情報が特定する移動範囲から大きく
逸脱（例えば、５００メートル以上等）している場合に、移動者が移動範囲を逸脱したも
のと判定し、また、特定した移動経路が図４における対応する移動者識別情報の移動範囲
情報が特定する移動範囲から大きく逸脱（例えば、５００メートル以上等）しているわけ
ではない場合に、移動者が移動範囲を逸脱していないものと判定するものとする。そして
、移動者が移動範囲を逸脱しているものと判定した場合、移動者の状態が異常であると判
定し（ＳＥ２のＹＥＳ）、ＳＥ３に移行する。また、移動者が移動範囲を逸脱していない
ものと判定した場合、移動者の状態が異常でないと判定し（つまり、移動者の状態が普通
であると判定）（ＳＥ２のＮＯ）、ＳＥ８に移行する。
【００７７】
　図９に戻って、ＳＥ３において管理装置３０の管理側制御部３３は、ＳＥ２で異常であ
ると判定した移動者の状態が異常であることを報知する。ここでの報知手法は任意である
が、例えば、図４の移動者識別情報に対して、当該移動者識別情報が特定する移動者の保
護者の連絡先（例えば、保護者の不図示の携帯端末のＥメールアドレス等）が関連付けら
れて登録されているものとして、図４の移動者識別情報が「ＢＢＢＢ」の移動者が異常で
あることを報知するために、「〇〇〇〇さんが、徘徊している可能性があります。至急確
認して下さい。」等の報知メッセージ等の報知情報を、図２の管理側通信部３１を介して
保護者の連絡先に送信してもよい。このような処理を行うことにより、保護者が、前述の
位置情報取得要求等を行うことにより、移動者の異常に対して適切に対処することができ
る。
【００７８】
　図９に戻って、ＳＥ４において管理装置３０の管理側制御部３３は、図４の状態情報を
更新する。具体的には、ＳＥ２で異常であると判定した移動者に対応する、状態情報が「
異常」となるように、当該状態情報を更新する。ここでは、例えば、図４にて移動者識別
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情報が「ＢＢＢＢ」の移動者が異常であるとＳＥ２で判定した場合、図４に示すように、
「ＢＢＢＢ」に対応付けられている状態情報を「異常」に更新する。
【００７９】
　図９に戻って、ＳＥ５において管理装置３０の管理側制御部３３は、ＳＥ１で受信した
端末側信号に対応する移動者の状態が、探索であるか否かを判定する。具体的には、図２
の管理側通信部３１を監視して、当該管理側通信部３１を介して、（一例として、保護者
の不図示の携帯端末からの）前述の位置情報取得要求を判定する。そして、位置情報取得
要求があると判定した場合、移動者の状態が探索であるものと判定し（ＳＥ５のＹＥＳ）
、ＳＥ６に移行する。また、位置情報取得要求がなかったものと判定した場合、移動者の
状態が探索でないものと判定し（ＳＥ５のＮＯ）、終了する。ここでは、例えば、図４に
て移動者識別情報が「ＣＣＣＣ」の移動者の保護者から、探索の対象の移動者の移動者識
別情報である「ＣＣＣＣ」を含む位置情報取得要求を受信した場合、「ＣＣＣＣ」の移動
者の状態が探索であるものと判定する。
【００８０】
　図９に戻って、ＳＥ６において管理装置３０の管理側制御部３３は、図４の状態情報を
更新する。具体的には、ＳＥ５で探索であると判定した移動者に対応する、状態情報が「
探索」となるように、当該状態情報を更新する。ここでは、例えば、図４にて移動者識別
情報が「ＣＣＣＣ」の移動者に対して、位置情報取得要求があるとＳＥ５で判定した場合
、図４に示すように、「ＣＣＣＣ」に対応付けられている状態情報を「探索」に更新する
。
【００８１】
　図９に戻って、ＳＥ７において管理装置３０の管理側制御部３３は、位置情報を生成す
る。具体的にはＳＥ２での処理と同様にして、ＳＥ５で探索であると判定した移動者の移
動経路を特定し、特定した移動経路を地図情報に重畳して、移動者の位置情報として生成
する。より具体的には、ほぼ同時刻で複数の中継用移動体端末２０から現在位置特定情報
が上がってきた場合には、その受信円（識別側信号の強度から、中継用移動体端末２０の
位置を中心とした識別側信号発信源があると想定できる範囲）の交わり部分を算出し、存
在確率のある部分を存在したと推定される時刻情報とともに地図上に帯状に塗り分けて表
示する。一方、保護者の不図示の携帯端末は、管理装置３０にアクセスした上で、当該管
理側制御部３３によって生成された地図情報を位置情報として取得し、自己の液晶ディス
プレイの如き表示手段に表示する。このように処理した場合、保護者は、自己の携帯端末
の表示手段を視認することにより、移動者の各時刻における位置を把握することができる
。
【００８２】
　ＳＥ２でＮＯと判定された後のＳＥ８において管理装置３０の管理側制御部３３は、図
４の状態情報を更新する。具体的には、ＳＥ２で異常でないものと判定した移動者に対応
する、状態情報が「普通」となるように、当該状態情報を更新した後、ＳＥ５に移行する
。ここでは、例えば、図４にて移動者識別情報が「ＡＡＡＡ」の移動者が異常でないとＳ
Ｅ２で判定した場合、図４に示すように、「ＡＡＡＡ」に対応付けられている状態情報を
「普通」に更新する。これにて、位置管理処理を終了する。
【００８３】
（実施の形態の効果）
　このように本実施の形態によれば、送信条件が充足した際に、識別情報送信装置１０ａ
の発電ユニット１２及び識別情報送信装置１０ｂの発電ユニットにて発電された電力を用
いて、送信装置識別情報を含む識別側信号を無線にて送信することにより、例えば、識別
側信号を送信するための電力を供給する電池を識別情報送信装置１０に設ける必要がなく
なるので、電池容量の制限を受けずに、移動者についての制御を連続して安定的に行うこ
とが可能になる。
【００８４】
　また、識別側信号に含まれている送信装置識別情報と共に、中継用移動体端末２０の端
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末側検出部２５が検出した現在位置を特定する現在位置特定情報を含む端末側信号を無線
にて送信することにより、例えば、識別情報送信装置１０と管理装置３０との間で中継用
移動体端末２０が送信装置識別情報を中継するので、送信装置識別情報を管理装置３０に
対して確実に伝達することができ、移動者の位置を確実に管理することができる。
【００８５】
　また、識別側信号に基づいて端末側信号を送信するか否かを決定し、決定結果に基づい
て端末側信号を無線にて送信することにより、例えば、端末側信号の送信頻度を調整する
ことができるので、端末側信号の送信頻度を減少させて、中継用移動体端末２０での消費
電力を低減したり、端末側信号の送信頻度を増加させて、移動者の位置を細かく管理した
りすることができる。
【００８６】
　また、識別側信号及び移動信号に基づいて端末側信号を送信するか否かを決定し、決定
結果に基づいて端末側信号を無線にて送信することにより、例えば、移動信号の移動情報
として移動者が移動範囲を逸脱したか否かの情報を考慮して、端末側信号の送信頻度を調
整することができるので、移動者が移動範囲を逸脱していない場合に、高頻度側（本実施
の形態では、左足）の端末側信号の送信を停止させて、中継用移動体端末２０での消費電
力をなくしたり、移動者が移動範囲を逸脱した場合に、高頻度側（本実施の形態では、左
足）の端末側信号の送信を開始して、移動者の位置を細かく管理したりすることができる
。
【００８７】
　また、識別情報送信装置１０ａの発電ユニット１２及び識別情報送信装置１０ｂの発電
ユニットが、直接的又は間接的に踏んだ際の圧力によってこれらの発電ユニットが発電を
行う靴内蔵型発電手段であることにより、例えば、移動者が足を用いて移動した場合に発
電するので、発電した電力を用いて識別側信号を確実に送信することができ、移動者の位
置を確実に管理することができる。
【００８８】
　また、移動者の一方の足に装着される一方の靴に設けられている識別情報送信装置１０
ａの発電ユニット１２と、移動者の他方の足に装着される他方の靴に設けられている識別
情報送信装置１０ｂの発電ユニットとを備え、更に、識別情報送信装置１０ａの発電ユニ
ット１２にて発電された電力を用いて識別側信号を送信する識別情報送信装置１０ａの識
別側通信部１４と、識別情報送信装置１０ｂの発電ユニットにて発電された電力を用いて
識別側信号を送信する識別情報送信装置１０ｂの識別側通信部とを備えることにより、例
えば、中継用移動体端末２０が受信した識別側信号の種類に応じて中継装置の動作を変え
る（例えば、識別情報送信装置１０ａの識別側通信部１４からの識別側信号を受信した場
合には端末側信号を送信せずに、識別情報送信装置１０ｂの識別側通信部からの識別側信
号を受信した場合には端末側信号を送信する等）ことができるので、中継用移動体端末２
０での消費電力及び移動者の位置管理の精度を考慮して位置管理システム１を運用するこ
とができ、位置管理システム１の利便性を向上させることができる。
【００８９】
　また、識別情報送信装置１０ａの識別側通信部１４からの識別側信号と識別情報送信装
置１０ｂの識別側通信部からの識別側信号とが互いに異なる強度にて送信されるように構
成されていることにより、例えば、移動者からの距離が近い位置の中継用移動体端末２０
の現在位置、及び、移動者からの距離が遠い位置の中継用移動体端末２０の現在位置を考
慮して移動者の位置を管理することができるので、移動者の周りに中継用移動体端末２０
を持っている人が少ない場合でも、おおまかな位置を把握することができ、移動者の周り
に中継用移動体端末２０を持っている人が多い場合には、位置精度を上げて位置を把握す
ることができるため、移動者の位置の管理精度を向上させることができる。
【００９０】
　また、識別情報送信装置１０ａの識別側通信部１４からの識別側信号と識別情報送信装
置１０ｂの識別側通信部からの識別側信号とが互いに異なる頻度にて送信されるように構
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成されていることにより、例えば、移動者の位置を細かく管理したり、粗く管理したりす
ることができるので、移動者の位置の管理ニーズに沿って、移動者の位置を適切に管理す
ることができる。
【００９１】
〔実施の形態に対する変形例〕
　以上、本発明に係る実施の形態について説明したが、本発明の具体的な構成及び手段は
、特許請求の範囲に記載した本発明の技術的思想の範囲内において、任意に改変及び改良
することができる。以下、このような変形例について説明する。
【００９２】
（解決しようとする課題や発明の効果について）
　まず、発明が解決しようとする課題や発明の効果は、上述の内容に限定されるものでは
なく、発明の実施環境や構成の細部に応じて異なる可能性があり、上述した課題の一部の
みを解決したり、上述した効果の一部のみを奏したりすることがある。例えば、本発明に
係る制御システムによる移動者についての制御の安定性が従来と同程度であっても、従来
と異なる構造により従来と同程度の有用性を有している場合には、本願発明の課題は解決
されている。
【００９３】
（分散や統合について）
　また、上述した各電気的構成要素は機能概念的なものであり、必ずしも物理的に図示の
如く構成されていることを要しない。すなわち、各部の分散や統合の具体的形態は図示の
ものに限られず、その全部または一部を、各種の負荷や使用状況などに応じて、任意の単
位で機能的または物理的に分散又は統合して構成できる。本出願における「システム」と
は、複数の装置によって構成されたものに限定されず、単一の装置によって構成されたも
のを含む。また、本出願における「装置」とは、単一の装置によって構成されたものに限
定されず、複数の装置によって構成されたものを含む。また、各装置の記憶部に記憶され
ている情報を任意の装置に分散した上で、各装置における通信対象を適宜変更した上で、
実施の形態の処理を行ってもよい。例えば、図２の移動者テーブル３２ａを管理装置３０
とは異なる別の装置（他の装置）に格納した上で、図７のＳＣ２において中継用移動体端
末２０が、当該別の装置から情報を取得して各処理を行ってもよい。つまり、中継用移動
体端末２０が、別の装置から前述の移動信号を受信して各処理を行ってもよい。
【００９４】
（形状、数値、構造、時系列について）
　実施の形態や図面において例示した構成要素に関して、形状、数値、又は複数の構成要
素の構造若しくは時系列の相互関係については、本発明の技術的思想の範囲内において、
任意に改変及び改良することができる。
【００９５】
（捜査について（その１））
　また、上記実施の形態の図４の状態情報として、「普通」、「異常」、又は「探索」に
加えて、あるいは、これらのうちの少なくとも１つに替えて、「捜査」を採用してもよい
。「捜査」とは、保護のために移動者が捜査されていることに対応しており、具体的には
、移動者に関して保護要求が行われていることに対応している。ここで、「保護要求」と
は、移動者を保護することの要求であり、具体的には、移動者の保護者（例えば、家族等
）からの要求であって、当該保護者の不図示の携帯端末等を介して図２の管理装置３０に
送信される要求であり、例えば、保護の対象の移動者の移動者識別情報を含む要求である
。
【００９６】
　そして、「捜査」を採用した場合、図２の管理装置３０の管理側制御部３３は、図９の
ＳＥ７の後又はその他の任意のタイミングに、ＳＥ５及びＳＥ６の場合と同様にして、移
動者の状態が、捜査であるか否かを判定し、捜査であると判定した場合にのみ、捜査であ
ると判定した移動者に対応する、図４の状態情報が「捜査」となるように、当該状態情報
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を更新する。
【００９７】
　一方、中継用移動体端末２０は、図７の送信対象情報更新処理を実行する場合に、実施
の形態の処理に加えて、あるいは、替えて以下の第１又は第２の処理を行ってもよい。
【００９８】
　まず、第１の処理は、高頻度側送信対象情報を更新する処理である。この第１の処理に
おいて、中継用移動体端末２０の端末側決定部２６ａは、ＳＣ３において、「捜査」を実
施の形態で説明した「異常」又は「探索」と同様に取り扱って処理する。
【００９９】
　また、第２の処理は、警報を行う処理である。この第２の処理において、中継用移動体
端末２０の端末側制御部２６は、ＳＣ２の処理おいて、状態情報として「捜査」を取得し
た場合、ＳＣ３の前又は後に、図２の出力部２３を介して、移動者が捜査対象となってい
ることを報知するための警報画像あるいは警報音を出力することにより警報する。ここで
は、捜査対象となっている移動者を、中継用移動体端末２０のユーザである中継者側に把
握させるために、図４の移動者テーブルの移動者識別情報に対して、当該移動者識別が特
定する移動者の特徴を特定する特徴情報（例えば、外見的特徴のテキスト情報あるいは画
像情報等）が関連付けられて格納されていることとし、ＳＣ２にて中継用移動体端末２０
側から管理装置側３０にアクセスする場合に、当該特徴情報も取得し、中継用移動体端末
２０側で警報を行う場合に、取得した特徴情報を警報画像あるいは警報音と共に出力して
もよい。なお、ここでの、端末側制御部２６が管理装置３０にアクセスして当該管理装置
から取得（受信）する情報（状態情報としての「捜査」）が、「移動者の移動に関する情
報である移動情報」に相当し、当該アクセスに応じて管理装置３０側から送信されて中継
用移動体端末２０側で受信される情報信号であって状態情報を含んでいるものが「移動信
号（第２移動信号）」に相当し、図７のＳＣ１において識別側信号を受信し、且つ、ＳＣ
２にて「捜査」の状態情報を含む第２移動信号を受信した場合に、警報を出力する端末側
制御部２６の機能が「中継側出力手段」に相当する。
【０１００】
（捜査について（その２））
　また、上述の警報を、中継用移動体端末２０から管理装置３０へのアクセスを待たずに
行うために、保護要求が保護者の不図示の携帯端末等を介して図２の管理装置３０に送信
された場合に直ちに、管理装置３０が、前述の特徴情報を中継用移動体端末２０に既存の
プッシュ通知方法を用いて送信することにより、中継用移動体端末２０側で警報を行って
もよい。また、例えば、警報を行うために必要な情報と共に保護要求を、保護者の不図示
の携帯端末から、中継用移動体端末２０に直接送信して、中継用移動体端末２０側で警報
を行ってもよい。また、上述のあらゆるバリエーションの警報では、保護者の連絡先も出
力してもよい。また、上述の警報の出力を許可又は禁止する設定を、図２の中継用移動体
端末２０に行えるように構成した上で、許可設定が行われている場合に警報を出力し、禁
止設定が行われている場合に警報を行わないようにしてもよい。
【０１０１】
（発電ユニットについて）
　また、上記実施の形態では、発電ユニットを、靴内蔵型発電手段として構成する場合に
ついて説明したが、これに限られない。例えば、発電ユニットを、移動者が保持する杖に
設けられるユニットであり、杖を地面に当接させたり地面から離したりすることにより発
電するものとして構成してもよいし、また、移動者が保持する腕時計に設けられるユニッ
トであり、腕を振ることにより発電するものとして構成してもよい。
【０１０２】
（識別情報送信装置について（その１））
　また、上記実施の形態では、識別情報送信装置１０ａを移動者の左足に用いて、識別情
報送信装置１０ｂを移動者の右足に用いる場合について説明したが、これに限られない。
例えば、これらを入れ替えて、識別情報送信装置１０ａを移動者の右足に用いて、識別情
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報送信装置１０ｂを移動者の左足に用いてもよい。
【０１０３】
（識別情報送信装置について（その２））
　また、上記実施の形態では、左足用送信条件と右足用送信条件とが互い異なっている場
合について説明したが、これに限られない。例えば、これらの左足用送信条件及び右足用
送信条件として互いに同じ送信条件を用いてもよい。このように構成した場合、識別情報
送信装置１０ａ、１０ｂから互いに同じ強度且つ同じ頻度で識別側信号が送信されること
になる。
【０１０４】
（識別側信号の強度について）
　また、上記実施の形態の図２の位置管理システム１を適用する地域における、中継用移
動体端末２０の密度に応じて、識別情報送信装置１０から送信される識別側信号の強度を
調整してもよい。具体的には、中継用移動体端末２０の密度が低い場合いは、移動者を確
実に探索するために、識別側信号の強度を増大させて識別側信号が到達できる範囲を広げ
てもよいし、中継用移動体端末２０の密度が高い場合いは、移動者の位置を細かく管理す
るために、識別側信号の強度を低下させて識別側信号が到達できる範囲を狭めてもよい。
【０１０５】
（受信日時情報について）
　また、上記実施の形態の図８のＳＤ４の後に行われる、図５の受信日時情報の記録につ
いては、中継用移動体端末２０が図８のＳＤ４で端末側信号を送信する時刻と、管理装置
３０が当該端末側信号を受信する時刻との間にズレが生じることを考慮して、中継用移動
体端末２０側で端末側信号に送信日時を含めて送信した上で、管理装置３０側で端末側信
号に含まれている送信日時を取得し、取得した送信日時を図５の受信日時情報に記録して
もよい。
【０１０６】
（位置情報の生成について）
　また、上記実施の形態の図９のＳＥ７において、例えば三角測量の原理等を用いて、さ
らに高い精度で位置を割り出せるように構成してもよい。この場合、例えば、図８のＳＤ
１で受信した識別側信号の電界強度を検出し、図８のＳＤ３において当該検出した電界強
度が含まれるように端末側信号を生成した上で、実施の形態と同様な処理を行ってもよい
。そして、図９のＳＥ７において、端末側信号に含まれている電界強度に基づいて、例え
ば三角測量の原理等を用いて、さらに高い精度で位置を割り出してもよい。
【０１０７】
（各処理の起動について）
　また、上記実施の形態の図６～図９の各処理について、所定のイベントが発生した場合
に起動されることとしてもよい（つまり、いわゆるイベントドリブンにて実行してもよい
）。具体的には、図６の左側識別側信号送信処理については、１回分の発電電力が蓄電さ
れた場合に起動し、起動後にＳＡ２を実行し、また、右側識別側信号送信処理については
、５００回分の発電電力が蓄電された場合に起動し、起動後にＳＢ２を実行してもよい。
また、図７では、低頻度側送信装置識別情報が含まれている識別側信号を受信した場合に
起動して、この後にＳＣ２及びＳＣ３を実行してもよい。また、図８では、識別側信号を
受信した場合に起動して、ＳＤ２～ＳＤ４を実行してもよい。また、図９では、低頻度側
送信装置識別情報が含まれている端末側信号を受信した場合に起動して、この後にＳＥ２
～ＳＥ７を実行してもよい。
【０１０８】
（中継装置について）
　また、上記実施の形態では、中継装置が中継者の中継用移動体端末である場合について
説明したが、これに限られない。例えば、中継装置として、屋内又は屋外の建造物（例え
ば、ビル、電柱、信号機、自動販売機等）に固定して設けられている受信装置を用いても
よいし、中継装置として中継用移動体端末及び受信装置の両方を用いてもよい。
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（特徴について）
　また、実施の形態及び変形例の特徴を任意に組み合わせてもよい。
【０１０９】
（付記）
　付記１の制御システムは、識別情報送信装置と、中継装置と、制御装置とを備える制御
システムであって、前記識別情報送信装置は、移動者が保持するものであり、環境エネル
ギーを利用して電力を発電する発電手段と、当該識別情報送信装置を一意に識別するため
の送信装置識別情報を記憶する識別側記憶手段と、送信条件が充足した際に、前記発電手
段にて発電された電力を用いて、前記識別側記憶手段にて記憶された前記送信装置識別情
報を含む識別側信号を無線にて送信する識別側送信手段と、を備え、前記中継装置は、前
記識別情報送信装置の前記識別側送信手段から送信された前記識別側信号を受信する中継
側受信手段と、前記中継側受信手段にて受信された前記識別側信号に含まれている前記送
信装置識別情報を、少なくとも含む信号である中継側信号、を無線にて送信する中継側送
信手段と、を備え、前記制御装置は、前記中継装置の前記中継側送信手段から送信された
前記中継側信号を受信する制御側受信手段と、前記制御側受信手段にて受信された前記中
継側信号に基づいて、前記移動者についての制御を行う制御側制御手段と、を備える。
【０１１０】
　付記２の制御システムは、付記１に記載の制御システムにおいて、前記制御システムは
、前記移動者の位置を管理するためのシステムであり、前記中継装置は、前記中継装置の
現在位置を検出する中継側現在位置検出手段、を備え、前記中継装置の前記中継側送信手
段は、前記中継側受信手段にて受信された前記識別側信号に含まれている前記送信装置識
別情報と共に、前記中継側現在位置検出手段が検出した現在位置を特定する現在位置特定
情報を含む前記中継側信号を無線にて送信し、前記制御装置の前記制御側制御手段は、前
記制御側受信手段にて受信された前記中継側信号に含まれている前記現在位置特定情報に
基づいて、前記移動者の位置を管理する。
【０１１１】
　付記３の制御システムは、付記２に記載の制御システムにおいて、前記中継装置は、前
記中継側受信手段にて受信された前記識別側信号に基づいて、前記中継装置の前記中継側
送信手段から前記中継側信号を送信するか否かを決定する中継側決定手段、を備え、前記
中継装置の前記中継側送信手段は、前記中継側決定手段の決定結果に基づいて、前記中継
側信号を無線にて送信する。
【０１１２】
　付記４の制御システムは、付記３に記載の制御システムにおいて、前記中継装置の前記
中継側受信手段は、前記移動者の移動に関する情報である移動情報を含む移動信号を、前
記制御装置又は他の装置から受信し、前記中継装置の前記中継側決定手段は、前記中継側
受信手段にて受信された前記識別側信号、及び前記中継側受信手段にて受信された前記移
動信号に基づいて、前記中継装置の前記中継側送信手段から前記中継側信号を送信するか
否かを決定する。
【０１１３】
　付記５の制御システムは、付記１から４のいずれか一項に記載の制御システムにおいて
、前記中継装置の前記中継側受信手段は、前記移動者の移動に関する情報である移動情報
を含む移動信号を、前記制御装置又は他の装置から受信し、前記中継装置は、前記中継側
受信手段が前記識別側信号を受信し、且つ、前記中継側受信手段が前記移動信号を受信し
た場合に、警報を出力する中継側出力手段、を備える。
【０１１４】
　付記６の制御システムは、付記１から５のいずれか一項に記載の制御システムにおいて
、前記識別情報送信装置の前記発電手段は、前記移動者が装着する靴に設けられているも
のであり、前記移動者が前記発電手段を直接的又は間接的に踏んだ際の圧力によって当該
発電手段が発電を行う靴内蔵型発電手段である。
【０１１５】
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　付記７の制御システムは、付記６に記載の制御システムにおいて、前記識別情報送信装
置の前記発電手段は、前記移動者の一方の足に装着される一方の靴に設けられている第１
発電手段と、前記移動者の他方の足に装着される他方の靴に設けられている第２発電手段
と、を備え、前記識別情報送信装置の前記識別側送信手段は、第１送信条件が充足した際
に、前記第１発電手段にて発電された電力を用いて、前記識別側記憶手段にて記憶された
前記送信装置識別情報を含む第１識別側信号を前記識別側信号として無線にて送信する第
１識別側送信手段と、第２送信条件が充足した際に、前記第２発電手段にて発電された電
力を用いて、前記識別側記憶手段にて記憶された前記送信装置識別情報を含む第２識別側
信号を前記識別側信号として無線にて送信する第２識別側送信手段と、を備える。
【０１１６】
　付記８の制御システムは、付記７に記載の制御システムにおいて、前記第１識別側送信
手段及び前記第２識別側送信手段は、前記第１識別側送信手段が送信する前記第１識別側
信号と、前記第２識別側送信手段が送信する前記第２識別側信号とが互いに異なる強度に
て送信されるように構成されている。
【０１１７】
　付記９の制御システムは、付記７又は８に記載の制御システムにおいて、前記第１識別
側送信手段及び前記第２識別側送信手段は、前記第１識別側送信手段が送信する前記第１
識別側信号と、前記第２識別側送信手段が送信する前記第２識別側信号とが互いに異なる
頻度にて送信されるように構成されている。
【０１１８】
（付記の効果）
　付記１に記載の制御システムによれば、送信条件が充足した際に、発電手段にて発電さ
れた電力を用いて、送信装置識別情報を含む識別側信号を無線にて送信することにより、
例えば、識別側信号を送信するための電力を供給する電池を識別情報送信装置に設ける必
要がなくなるので、電池容量の制限を受けずに、移動者についての制御を連続して安定的
に行うことが可能になる。
【０１１９】
　付記２に記載の制御システムによれば、識別側信号に含まれている送信装置識別情報と
共に、中継側現在位置検出手段が検出した現在位置を特定する現在位置特定情報を含む中
継側信号を無線にて送信することにより、例えば、識別情報送信装置と制御装置との間で
中継装置が送信装置識別情報を中継するので、送信装置識別情報を制御装置に対して確実
に伝達することができ、移動者の位置を確実に管理することができる。
【０１２０】
　付記３に記載の制御システムによれば、識別側信号に基づいて中継側信号を送信するか
否かを決定し、決定結果に基づいて中継側信号を無線にて送信することにより、例えば、
中継側信号の送信頻度を調整することができるので、中継側信号の送信頻度を減少させて
、中継装置での消費電力を低減したり、中継側信号の送信頻度を増加させて、移動者の位
置を細かく管理したりすることができる。
【０１２１】
　付記４に記載の制御システムによれば、識別側信号及び移動信号に基づいて中継側信号
を送信するか否かを決定し、決定結果に基づいて中継側信号を無線にて送信することによ
り、例えば、移動信号の移動情報として移動者が移動範囲を逸脱したか否かの情報を考慮
して、中継側信号の送信の有無を調整することができるので、移動者が移動範囲を逸脱し
ていない場合に、中継側信号の送信を停止させて、中継装置での中継側信号の送信に伴う
消費電力をなくしたり、移動者が移動範囲を逸脱した場合に、中継側信号の送信を開始し
て、移動者の位置を細かく管理したりすることができる。
【０１２２】
　付記５に記載の制御システムによれば、識別側信号を受信し且つ移動信号を受信した場
合に警報を出力することにより、例えば、中継装置のユーザに対して移動者に関する注意
喚起を行って、当該ユーザに対して移動者の実際の位置を確認させることができる。
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【０１２３】
　付記６に記載の制御システムによれば、発電手段が、直接的又は間接的に踏んだ際の圧
力によって発電手段が発電を行う靴内蔵型発電手段であることにより、例えば、移動者が
足を用いて移動した場合に発電するので、発電した電力を用いて識別側信号を確実に送信
することができ、移動者の位置を確実に管理することができる。
【０１２４】
　付記７に記載の制御システムによれば、移動者の一方の足に装着される一方の靴に設け
られている第１発電手段と、移動者の他方の足に装着される他方の靴に設けられている第
２発電手段とを備え、更に、第１発電手段にて発電された電力を用いて第１識別側信号を
送信する第１識別側送信手段と、第２発電手段にて発電された電力を用いて第２識別側信
号を送信する第２識別側送信手段とを備えることにより、例えば、中継装置が受信した識
別側信号の種類に応じて中継装置の動作を変える（例えば、第１識別側信号を受信した場
合には中継側信号を送信せずに、第２識別側信号を受信した場合には中継側信号を送信す
る等）ことができるので、中継装置での消費電力及び移動者の位置管理の精度を考慮して
制御システムを運用することができ、制御システムの利便性を向上させることができる。
【０１２５】
　付記８に記載の制御システムによれば、第１識別側信号と第２識別側信号とが互いに異
なる強度にて送信されるように構成されていることにより、例えば、移動者からの距離が
近い位置の中継装置の現在位置、及び、移動者からの距離が遠い位置の中継装置の現在位
置を考慮して移動者の位置を管理することができるので、移動者の位置の管理精度を向上
させることができる。
【０１２６】
　付記９に記載の制御システムによれば、第１識別側信号と第２識別側信号とが互いに異
なる頻度にて送信されるように構成されていることにより、例えば、移動者の位置を細か
く管理したり、粗く管理したりすることができるので、移動者の位置の管理ニーズに沿っ
て、移動者の位置を適切に管理することができる。
【符号の説明】
【０１２７】
　１　位置管理システム
　１０　識別情報送信装置
　１０ａ　識別情報送信装置
　１０ｂ　識別情報送信装置
　１１　筐体
　１２　発電ユニット
　１３　識別側記憶部
　１４　識別側通信部
　１５　識別側制御部
　２０　中継用移動体端末
　２１　端末側通信部
　２２　入力部
　２３　出力部
　２４　端末側記憶部
　２５　端末側検出部
　２６　端末側制御部
　２６ａ　端末側決定部
　３０　管理装置
　３１　管理側通信部
　３２　管理側記憶部
　３２ａ　移動者テーブル
　３２ｂ　位置情報テーブル
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　３３　管理側制御部
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